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目
入

る額を加算した金額をもって落札価格とするので，入札者

次

は，消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税
事業者であるかを問わず，見積もった契約金額の１０８分

札

の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

○恵下埋立地（仮称）燃え殻運搬・処分業務

⑺ 入札区分

（２９－１）
［単価契約］燃え殻（ダイオキ

本件業務は，広島市電子入札システム（以下「電子入札シ

シン類を含有する。）処分予定数量４，０
８９トンについて…………………………………………１

ステム」という。
）を利用して行う電子入札対象案件である。
ただし，電子入札システムにより難い場合は，入札説明書に

落 札 等

定める方法により，所定の入札書を持参又は郵送（配達証明

○落札者等の公告（庁内ＬＡＮの借上一式ほ
か９件）について…………………………………………３

付書留郵便）し，入札することができる。
なお，電子入札システムに関する手続については，広島市

入

電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準

札

に従うものとし，これらに反する入札は無効とする。
２ 競争入札参加資格

入 札 公 告

入札に参加できる者の形態は，単体企業又は共同企業体と
平成２９年７月２１日

し，次に掲げる競争入札参加資格を全て満たしていること。た
だし，共同企業体の場合は，全ての構成員が次の⑴から⑸まで
に掲げる資格を全て満たしていること。

次のとおり一般競争入札に付します。

⑴
広島市長 松 井

一 實

地方自治法施行令第１６７条の４及び広島市契約規則（以

下「規則」という。）第２条の規定に該当しない者であるこ
と。

１

調達内容

⑴

⑵

広島市競争入札参加資格の「平成２９・３０・３１年」の

調達サービス及び数量

「物品の売買，借入れ，修繕及び製造の請負並びに役務（建

恵下埋立地（仮称）燃え殻運搬・処分業務（２９－１）

設コンサルティングサービスに係る役務を除く。）の提供」

［単価契約］

の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」
の登録種目「３０－１２ 廃棄物の収集・運搬・処理，浄化

処分予定数量 ４，０８９トン

槽の清掃・保守点検」に登録されている者であること。

⑵

燃え殻（ダイオキシン類を含有する。）

なお，当該広島市競争入札参加資格を有しない者で，本件

履行の内容等

入札に参加を希望するものは，本市所定の申請書に必要事項

契約期間

を記載の上，添付書類を添えて提出すること。詳細は，入札

⑶

入札説明書及び仕様書による。

契約締結の日から平成３０年３月３０日まで
⑷

予定価格
１トン当たり６５，０００円（消費税及び地方消費税相

当額を除く。
）

説明書による。
⑶

広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない

者であること。
⑷

入札公告の日から開札日までの間のいずれの日において

履行場所

も，営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札

広島市佐伯区湯来町大字和田

参加資格の取消しを受けていないこと。

⑸

⑹

入札方法
ア

入札金額は，燃え殻１トン当たりの処理単価を記載す

ること。
イ

落札決定に当たっては，入札書に記載された金額に当

該金額の１００分の８に相当する額を加算した金額をも

⑸

本件入札に参加する他の入札者又は他の共同企業体の構

成員でないこと。
⑹ 次に掲げる事項を証明した者であること。
ア 単体企業の場合
(ア)

恵下埋立地（仮称）建設工事の仮囲いテント内に保管

って落札価格とするので，入札者は，消費税及び地方消

されているフレキシブルコンテナに入った燃え殻を収

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問

集し，処分を行う施設まで運搬することに必要となる廃

わず，見積もった契約金額の１０８分の１００に相当す

棄物の処理及び清掃に関する法律第１４条の４第１項

－２－ 調達号外第５１１号

広
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に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受け
ている者であること。
(ｲ)
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⑷ 共同企業体登録番号交付申請書の提出
入札に参加を希望する共同企業体は，次により，共同企業

恵下埋立地（仮称）建設工事の仮囲いテント内に保

体登録番号交付申請書を提出すること。

管されているフレキシブルコンテナに入った燃え殻の

なお，申請に基づき交付された共同企業体登録番号（業者

処分に必要となる廃棄物の処理及び清掃に関する法律

コード）を用いて，入札参加申請及び入札の手続を行うこと。

第１４条の４第６項に基づく特別管理産業廃棄物処分

ア 提出期間

業の許可を受けている者で，かつ，当該処分に係る施
設の処理能力が３０トン／日以上の者であること。

入札公告の日から平成２９年８月７日（月）まで
イ 提出場所

イ 共同企業体の場合
(ｱ)

〒７３０－８５８６

共同企業体は，収集運搬業務を分担する構成員１社

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

と処分業務を分担する構成員１社から構成されるこ

広島市財政局契約部物品契約課

と。

電話 ０８２－５０４－２０８３（直通）

(ｲ)

収集運搬業務を分担する構成員は，恵下埋立地（仮

ウ 提出方法

称）建設工事の仮囲いテント内に保管されているフレ
キシブルコンテナに入った燃え殻を収集し，処分を行
う施設まで運搬することに必要となる廃棄物の処理及
び清掃に関する法律第１４条の４第１項に基づく特別
管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けている者であ
ること。
(ｳ)

申請書は，前記イの場所に持参又は郵送（配達証明付書
留郵便）により提出すること。
⑸ 入札書の提出方法
ア

電子入札システムを使用した入札書の送信により提出

すること。ただし，電子入札システムにより難い場合は，
紙による入札書を持参又は郵送（配達証明付書留郵便)す

処分業務を分担する構成員は，恵下埋立地（仮称）

建設工事の仮囲いテント内に保管されているフレキシ
ブルコンテナに入った燃え殻の処分に必要となる廃棄

ることができる。
イ 入札書の提出期間等
(ア) 電子入札システムによる場合の提出期間

物の処理及び清掃に関する法律第１４条の４第６項に
基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けている
者で，かつ，当該処分に係る施設の処理能力が３０ト
ン／日以上の者であること。
⑺
３

その他は,入札説明書による。
契約条項を示す場所等

⑴

平成２９年９月１日（金）の午前８時３０分から午後
５時まで及び同月４日（月）の午前８時３０分から午後
３時まで
(イ) 持参による場合の提出期間及び提出場所
ａ 提出期間 前記(ア)に同じ。
ｂ 提出場所

契約条項を示す場所

〒７３０－８５８６

広島市のホームページ(http://www.city.hiroshima.lg.jp/)

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

のトップページの「産業・雇用・ビジネス」→「入札・契

広島市財政局契約部物品契約課

約」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般
公開用」→「カテゴリー検索
託

電話 ０８２－５０４－２６２０（直通）

入札・見積り情報」→「委

一般競争入札［ＷＴＯ］」からダウンロードできる。た

だし，これにより難い場合（ダウンロードできない場合の
書類を含む。
）は，次により交付する。

(ウ) 郵送（配達証明付書留郵便）による場合の提出期間及
び提出先
ａ

提出期間

（月）午後３時まで（必着）

ア 交付期間
入札公告の日から平成２９年９月４日（月）までの日
（広島市の休日を定める条例第１条第１項各号に掲げる
日を除く。）の午前８時３０分から午後５時まで
イ 交付場所

ｂ

提出先

前記(イ)b に同じ。

⑹ 入札回数
入札回数は，１回限りとする。
⑺ 開札の日時及び場所

〒７３１－５１３５

ア 日時 平成２９年９月５日（火）午後１時３０分

広島市佐伯区海老園二丁目１１番４１号

イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号
広島市役所本庁舎１５階 入札室

広島市環境局施設部恵下埋立地建設事務所
電話 ０８２－９２３－６０１１（直通）
⑵

入札公告の日から平成２９年９月４日

入札書，入札説明書，仕様書等の交付方法

４ 落札者の決定方法
本件公告に示した調達サービスを履行できると本市が判断

広島市のホームページ（前記⑴に記載のとおり。）からダ

した入札者であって，規則第１５条及び第１６条の規定に基づ

ウンロードできる。ただし，これにより難い場合は，前記

いて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

⑴ア及びイにより交付する。

て有効な入札を行った者を落札者とする。

⑶

契約条項，入札説明書，仕様書等に関する問合せ先
前記⑴イに同じ。

５ その他
⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨

平成２９年７月２１日
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日本語及び日本国通貨に限る。

ていない者も，前記⑶により資格確認申請書等を提出するこ

入札保証金

とができるが，入札に参加するためには，開札の時において，

免除。ただし，落札決定後に落札者が，契約の辞退をする

広島市競争入札参加資格の認定を受けていなければならな

など契約を締結しないときは，規則第２条の規定により競争
入札参加資格の取消しを行う。また，契約予定金額に対する

い。
⑼

償金を請求する。
入札者に求められる義務

６ Summary
⑴

name)

る事項について説明する書類（以下「資格確認申請書等」

⑵ Fulfillment period:
From the start of the contact through March 30, 2018

の場所に提出しなければならない。また，開札日の前日ま
での間において，本市から資格確認申請書等に関し説明を

Nature and quantity of the service to be required:
Removal of combusion residue at Ege Landfill(tentative

この一般競争入札に参加を希望する者は，前記２に掲げ

という。）を平成２９年８月１７日（木）までに前記３⑴イ

その他
詳細は，入札説明書による。

入札保証金相当額（契約予定金額の５パーセント）の損害賠

⑶

調達号外第５１１号

⑶ Fulfillment place:

求められた場合，これに応じなければならない。詳細は，

Ege Landfill(tentative name)

入札説明書による。

Wada, Yukichou, Saeki-ku, Hiroshima City

⑷

入札の無効

⑷

3:00 PM, Monday, September 4, 2017

次に掲げる入札は，無効とする。
ア

本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のな

い者がした入札及び開札日時以後，落札者の決定までの
間に前記２⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しく
は指名停止措置を受け，又はその他の一般競争入札参加
資格を満たさなくなった者がした入札
イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札
ウ 入札金額を訂正したもの
エ

前記１⑷の予定価格を上回る額の入札

オ

その他規則第８条各号のいずれかに該当する入札（外

Time Limit for tender submission:

⑸

Contract information for the notice
Ege Landfill Constraction Office
Facilities Division
Envairoment Bureau
The City of Hiroshima
11-41 Kairouen 2-chome, Saeki-ku,
Hiroshima City 731-5135 Japan
TEL 082-923-6011

落

国事業者が同条第１号の押印に代えて署名したものを除
く。）

札

等

落札者等の公告

カ 物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平
成７年広島市規則第１３２号）第７条第５項の規定に基づ

平成２９年７月２１日

き入札書を受領した場合で，同項の規定に係る資格審査が
開札日時までに終了しないとき又は競争入札参加資格を有

次のとおり落札者等について公告します。

すると認められなかったときにおける入札
⑸

契約保証金

広島市長 松 井 一 實

要。ただし，規則第３１条第１号又は第３号に該当する
場合は，免除する。詳細は，入札説明書による。
⑹

⑺

［掲載順序］

契約書の作成の要否

①契約担当部局の名称及び所在地 ②調達件名及び数量 ③調

要

達方法 ④契約方式 ⑤落札決定日（随意契約の場合は契約日）

入札の中止等
本件入札に関して，天災地変があった場合，電子入札シ

ステムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合，

⑥落札者（随意契約の場合は契約者）の氏名及び住所 ⑦落
札価格（随意契約の場合は契約価格） ⑧入札公告日 ⑨随意
契約の場合はその理由

⑩指名業者名（指名競争入札の場合）

郵便による事故の発生等により郵便による入札の執行が困

⑪落札方式 ⑫予定価格（予定価格を落札決定後に公表する

難な場合又は入札参加者の談合や不穏な行動の情報があっ

場合） ⑬調査基準価格（調査基準価格を落札決定後に公表す

た場合など，入札を公正に執行することができないと判断

る場合）

されるときは，入札の執行を延期又は中止することがある。
また，開札後においても，発注者の入札手続の誤りなど

○ ①広島市企画総務局情報政策部情報システム課（広島市中区

により入札の公正性が損なわれると認められたときは入札

国泰寺町一丁目４番２１号） ②庁内ＬＡＮの借上一式 ③

を中止することがある。

借入 ④一般 ⑤２９．７．１１ ⑥富士通リース㈱中国支

⑻

広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者の参加

店（広島市中区紙屋町一丁目２番２２号） ⑦３７，９４４，

前記２⑵に掲げる広島市競争入札参加資格の認定を受け

６１２円（月額） ⑧２９．４．２８ ⑪総合評価

－４－ 調達号外第５１１号

広
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○ ①広島市財政局契約部物品契約課（広島市中区国泰寺町一丁

○ ①広島市教育委員会事務局総務部学事課（広島市中区国泰寺

目６番３４号） ②高規格救急自動車 ４台 ③購入等 ④

町一丁目４番２１号） ②Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ包括ライセン

一般 ⑤２９．６．１６ ⑥広島トヨタ自動車㈱（広島市中

ス（ＥＥＳ） ③購入 ④一般 ⑤２９．５．２５ ⑥㈱新

区広瀬北町２番２４号） ⑦７０，８４８，０００円 ⑧２

星工業社（広島市南区宇品海岸三丁目８番６０号） ⑦４８，

９．５．２ ⑪最低価格

５９１，５２８円 ⑧２９．４．７ ⑪最低価格

○ ①広島市財政局契約部物品契約課（広島市中区国泰寺町一丁
目６番３４号） ②救急医療セット ６式 ③購入等 ④一
般 ⑤２９．７．６ ⑥日本船舶薬品㈱広島営業所（広島市
中区上幟町１１番３号） ⑦６０，５３４，０００円 ⑧２
９．５．２３ ⑪最低価格

○ ①広島市教育委員会事務局総務部学事課（広島市中区国泰寺
町一丁目４番２１号） ②広島市立小学校授業用教育サーバ
（その４）の賃貸借 一式 ③借入 ④一般 ⑤２９．５．
２５ ⑥㈱大塚商会広島支店（広島市中区中町８番１２号）
⑦２，５５４，８４８円（月額） ⑧２９．４．７ ⑪最
低価格

○ ①広島市教育委員会事務局総務部学事課（広島市中区国泰寺
町一丁目４番２１号） ②広島市立小学校授業用教育サーバ
（その５）の賃貸借 一式 ③借入 ④一般 ⑤２９．５．
２５ ⑥北辰映電㈱（広島市中区上幟町８番３９号） ⑦１，
６９１，２８０円（月額） ⑧２９．４．７ ⑪最低価格

○ ①広島市教育委員会事務局総務部学事課（広島市中区国泰寺
町一丁目４番２１号） ②広島市立小学校授業用教育サーバ
（その６）の賃貸借 一式 ③借入 ④一般 ⑤２９．５．
２５ ⑥㈱立芝（広島市西区楠木町二丁目４番３号） ⑦２，
６４１，４６４円（月額） ⑧２９．４．７ ⑪最低価格

○ ①広島市教育委員会事務局総務部学事課（広島市中区国泰寺
町一丁目４番２１号） ②広島市立中学校授業用教育サーバ
（その４）の賃貸借 一式 ③借入 ④一般 ⑤２９．５．
２５ ⑥西日本電信電話㈱広島支店（広島市中区基町６番７
７号） ⑦８９８，５６０円（月額） ⑧２９．４．７ ⑪
最低価格

○ ①広島市教育委員会事務局総務部学事課（広島市中区国泰寺
町一丁目４番２１号） ②広島市立中学校授業用教育サーバ
（その５）の賃貸借 一式 ③借入 ④一般 ⑤２９．５．
２５ ⑥㈱ハイエレコン（広島市西区草津新町一丁目２１番
３５号） ⑦８９４，０２４円（月額） ⑧２９．４．７ ⑪
最低価格

○ ①広島市教育委員会事務局総務部学事課（広島市中区国泰寺
町一丁目４番２１号） ②広島市立中学校授業用教育サーバ
（その６）の賃貸借 一式 ③借入 ④一般 ⑤２９．５．
２５ ⑥富士通リース㈱中国支店（広島市中区紙屋町一丁目
２番２２号） ⑦１，１９２，７４１円（月額） ⑧２９．
４．７ ⑪最低価格

